
31 主食用米の需要に応じた生産について
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32 農林水産業・地域の活力創造プラン① 平成25年12月10日農林水産業・地域の活力創造本部決定（抜粋） （平成28年11月29日改訂）
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32 農林水産業・地域の活力創造プラン②
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第２ 具体的施策
Ⅲ．地域経済好循環システムの構築
２．攻めの農林水産業の展開
（２）新たに講ずべき具体的施策
ⅰ）生産現場の強化
②米政策改革

・ 米政策の改革を着実に進めることにより、農業経営体が自らの経営判断に基づき作物を選択できる環境を整備する。
・ 米の直接支払交付金及び行政による生産数量目標の配分は、2018年から廃止する。
・ ノングルテンの米粉も含め米の新たな需要開拓の取組を国内外で推進する。
・ これらの改革を進めるなかで、これまでの政策を検証しつつ、更なる取組や自立的な経営判断を促すような政策に

ついて検討する。

〇 未来投資戦略2017－Society5.0－（平成29年６月９日閣議決定）より抜粋

・ 中短期行程表（抜粋）
Ⅲ．地域経済好循環システムの構築

２．攻めの農林水産業の展開

33 未来投資戦略における米政策の位置付け
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34 米に係る経営所得安定対策の概要

米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)

米・畑作物の収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）は、農家拠出を伴う
経営に着目したセーフティーネットであり、米及び畑作物の農業収入全体
の減少による影響を緩和するための保険的制度です。

◯ 農業者の米、麦、大豆等の当年産の販売収入の合計（当年産収入額）が、標準的
収入額を下回った場合に、その差額の９割を補てんします。

◯ 補てんの財源は、農業者と国が１対３の割合で負担します。
◯ このため、補てんを受けるには、農業者からの積立金の拠出が必要となります。
◯ 補てん後の積立金の残額は、翌年産へ繰り越されるため、掛け捨てとはなりません。

補てん額 ＝（標準的収入額－当年産収入額）×０．９

（３）ナラシ対策の仕組み

【10a当たり標準的収入額とは】
通常年に想定される収入額として、前年産以前５カ年の収入額のうち、最高年と最

低年を除いた３カ年の平均収入額で、品目ごと、地域ごとに計算しています。各年産
の収入額は、米であれば、地域の産地品種銘柄のうち、数量の多い上位３銘柄平均
販売価格に、地域の実単収を乗じて算出します。

【10a当たり当年産収入額とは】
当年産の収入額として、品目ごと、地域ごとに計算しています。当年産の収入額は、

米であれば、当年産の地域の産地品種銘柄のうち、数量の多い上位３銘柄平均販売
価格に、当年産の地域の実単収を乗じて算出します。

米の直接支払交付金（7,500円/10a）

米の生産数量目標（面積換算値）に従って、

販売目的で生産（耕作）する販売農家・集落営農

（１）交付対象者

米については、諸外国との生産条件格差から生じる不利はなく、構造改革に

そぐわない面があることから、26年産米から単価を7,500円/10aに削減した上で、
平成29年産までの時限措置として実施します（平成30年産から廃止します。）。

（１）交付対象者

支援の対象となる農業者は、認定農業者、集落営農、認定新規就農者です
（いずれも規模要件はありません）。

※１ ビール麦、黒大豆、種子用として生産されるものなどは対象となりません。
※２ てん菜、でん粉原料用ばれいしょは、北海道で生産されるものが対象です。

米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょです。

（２）対象農産物

（２）交付対象面積

主食用米の作付面積から、自家消費米

相当分として一律10a控除して算定

※ 集落営農の要件は、２要件（組織の規約の作成、対象作物の共同販売経理の
実施）に緩和し、「農業経営の法人化」及び「地域における農地利用の集積」
については、市町村が確実に行われると判断するものとします。

農業者ごとに算定

【平成29年度予算額：746（753）億円（所要額）】

【平成29年度予算額：714（723）億円】
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35 水田活用の直接支払交付金の概要

○ 水田で飼料用米、麦、大豆等を生産する農業者に対して交付金を直接交付することにより、水田のフル活用を推進し、食
料自給率・自給力の向上を図る。

【平成29年度予算額： ３１５，０００（３０７，７６５）百万円】

対象作物 交付単価

麦、大豆、飼料作物※１ 3.5万円／10a

ＷＣＳ用稲 8.0万円／10a

加工用米 2.0万円／10a

飼料用米、米粉用米
収量に応じ、

5.5万円～10.5万円/10a

販売目的で対象作物を生産する販売農家・集落営農

【交付対象者】

【支援内容】

（１） 戦略作物助成

＜飼料用米、米粉用米の交付単価のイメージ＞

注１：数量払いによる助成は、農産物検査機関による数量確認を受けていることが条件
注２：※２は全国平均の平年単収（標準単収値）に基づく数値であり、各地域への適用に当たっ

ては、市町村等が当該地域に応じて定めている単収（配分単収）を適用

数量払いの単価（傾き）：約167円／kg
助成額
（円/10ａ）

10.5万

8.0万

5.5万

単収（kg/10a）681※２531※２

(標準単収値）
381※２

（２） 産地交付金

○ 地域の作物振興の設計図となる「水田フル活用ビジョン」

に基づき、高付加価値化や低コスト化を図りながら、地域の特

色のある魅力的な産品の産地を創造するため、地域の裁量で活

用可能な産地交付金により、二毛作や耕畜連携を含め、産地づ

くりに向けた取組を支援

○ また、取組に応じた配分（下表参照）を都道府県に対して

行う

対象作物 取組内容 配分単価

飼料用米、米粉用米 多収品種への取組 1.2万円/10a

加工用米 複数年契約（３年間）の取組
※継続分のみ。

1.2万円/10a

備蓄米

平成29年産政府備蓄米の買
入入札における落札
※平成23年度に県別優先枠とし
て配分した６万トンについては
対象外。

0.75万円/10a

そば、なたね 作付の取組
※基幹作のみ。

2.0万円/10a

○ このほか、主食用米作付面積が生産数量目標の面積換算値

を下回ることとなる都道府県に対して0.5万円/10aを配分

※ 交付金の交付に当たっては、米の生産ができない農地を交付
対象から除外するための基準の明確化等の措置を講じます。

※１ 子実用とうもろこし（飼料用）を含む
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36 水田フル活用ビジョンについて （概要）

○ これまでの産地資金の活用計画書を充実させ、「地域農業の設計図」として「水田フル活用ビジョン」を都道府県、地域農
業再生協議会で作成。

○ ビジョンでは、需要が期待できる非主食用米の作付目標や導入する技術など、今後３～５年間の水田活用の取組方針を
記載。

※ 26年度から「水田フル活用ビジョン」の作成が、産地交付金による支援の要件。

※ 作成した「水田フル活用ビジョン」については、作成者によりホームページ等において公表。

＜水田フル活用ビジョンの内容＞

○ 取組方針

・ 作付の現状、地域が抱える課題

・ 作物ごとの生産の取組方針（非主食用米の作付面積の目標、生産拡大に向け
て導入する新しい技術、販売先との連携、活用施策など）

・ 作物ごとの作付予定面積
・ 平成29年度の目標（作付面積、生産量等）

○ 産地交付金の活用方針、活用方法の明細等

・ 支援対象となる品目、具体的な使途（取組内容）
・ 支援単価 等

都道府県段階及び地域段階の協議会での検討を経て作成の上、5月31日までに
都道府県から国に提出
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○ 国からの情報等により、県産米の販売需要動向等を把握
○ 県において、水田で、どの作物をどれだけ推進するかを決

定（フル活用ビジョン）

周知、意見交換

周知・調整

周知・調整

提供された情報やビジョンを踏まえ、自らの経営戦略に基づ
き、翌年の各作物の営農計画書を作成

○ 国や県協議会からの情報等により、地域の米の販売需要
動向等を把握

○ 地域において、水田で、どの作物をどれだけ推進するかを
決定（フル活用ビジョン）

生産数量目標やビジョンを踏まえ、自らの経営戦略に基づ
き、翌年の各作物の営農計画書を作成

○ 市町村等と連携しながら、農業者等に生産数量目標を配
分

○ 地域において、水田で、どの作物をどれだけ推進するか
を決定（フル活用ビジョン）

周知・調整

○ 全国の需給見通しやマンスリーレ
ポートによる情報提供

○ 食料自給率・自給力向上のための
戦略作物の生産に対する助成

○ 全国の需給見通しやマンスリーレポートによる情報提供の
充実

○ 食料自給率・自給力向上のための戦略作物の生産に対す
る助成

周知・調整配分（県→市町村）

周知配分（国→県）

配分（市町村・協議会
→農業者等）

生産数量目標の
設定

農業者

国

○ 県と連携しながら、市町村への生産数量目標の配分に
関与

○ 県において、水田で、どの作物をどれだけ推進するかを
決定（フル活用ビジョン）

地域協議会

市町村、生
産出荷団体、
担い手農業
者等

県協議会

県、農業団
体、法人協
会 等

農業者

国

地域協議会

市町村、生
産出荷団体、
担い手農業
者等

県協議会

県、農業団
体、法人協
会 等

現 状 30年産（29年産）以降

37 農業再生協議会について

○ 国は、自ら、生産出荷団体等の全国組織と情報交換を行いながら、全国の需給見通しや各県ごとのきめ細かな情報を提供を行うととも

に戦略作物の生産に対する助成金の交付等の支援を実施。

○ 30年産以降も再生協議会は存続。再生協議会は国からの情報や自らの販売可能数量等を踏まえ、主体的に地域のビジョンを策定し、

地域としてどのような作物をどれだけ生産していくのか、生産者に情報を提供。

○ 30年産以降、再生協議会において、都道府県、市町村も地域農業振興の観点から参画し、地域の生産者団体や担い手と連携してビジ

ョンを作成していくことを経営所得安定対策関連通知に明確化するとともに、その旨キャラバン等を通じて周知・徹底。

○ 生産者は、これらを踏まえて、経営戦略に基づきどのような作物をどれだけ生産するか決定。
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